
広報・PR支援サービス

代理店様ご利用向け

OEMパートナープランのご案内



複数のクライアントを抱える広告代理店様やWeb制作会社様などを対象に、
OEMパートナープランをご用意しております。

管理画⾯イメージ

対象企業
自社で多くのクライアントを抱え、各クライアントのPRを必要としている企業様。
例：広告代理店様、Web制作会社様

OEMパートナープランでできること

OEMパートナープランについて

・請求書発行による事後払い
通常、valuepressは前金制となっておりますので、配信登録を行う場合、事前にご利用料金をご入金いただく必要がござ
いますが、代理店様ご利用の場合は、ご請求書発行による事後払い（申込発注月末締め翌月末払い）が可能です。
※初回のお申し込み時のみ、前金でのお支払いをお願い申し上げます。
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・複数クライアントのアカウントを一元管理
OEMパートナーアカウントでは、複数クライアントの企業アカウントの作成、管理が行なえる仕様となります。
一度アカウントを作成いただきますと、以降はこの管理画面より各コースのお申し込み（即利用可）から配信登録まで行
なうことができます。



2

■料金体系 [全て税別]

料金（1回） 内容

エコノミー 30,000円 ・最大1,000名の記者へのプレスリリース配信に加えて、
valuepress等のサイトへ掲載

配信＋原稿作成 30,000円
・最大1,000名の記者へのプレスリリース配信に加えて、
valuepress等のサイトへ掲載

・専任ライターによる原稿作成

配信＋メディアコンタクト 75,000円
・最大1,000名の記者へのプレスリリース配信に加えて、
valuepress等のサイトへ掲載

・専任ライターによる原稿作成
・選定した10媒体のメディア編集部へ電話等で直接コンタクト

お申し込み月の翌月末までに弊社指定口座へご一括でお振込みいただきます。

ご提供料金について

■お支払い

※初回お申し込み時のみ前金でのお支払いをお願い申し上げます。

※OEMパートナープランでは、定額プラン（スタンダード/ビジネス）はご利用いただけません。
※上記コース全て、効果測定ツールをご利用いただけます。
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お申し込み・ご利用方法

作成いただいた貴社アカウントへログインし、クレジットカード決済（OEMパートナー様専用ご決済ページ）
または銀行振込にてご利用プランのご入金をお済ませください。

貴社

弊社

貴社

貴社

お申し込み書を作成し、お知らせいたします。

お申し込み書の内容をご確認後、電子署名にてご提出ください。

ご入金の確認およびお申し込み書受領後、対象アカウントをOEMパートナー仕様に変更します。弊社

ご利用マニュアルに沿って残高振り分け、リリースの配信登録をお願いします。貴社

■お申し込みからご利用までの流れ（初回ご契約時）

■ご利用イメージ（2回目以降：事後払い）

プレスリリース配信サービス

貴社クライアント

貴社

1.プレスリリース配信依頼

8. 配信結果を報告

6. お申し込みコースに対するご請求

5. プレスリリース承認、配信

つ

2. クライアントアカウントの作成
3. プランお申し込み
4. リリースの配信登録
7. 配信結果の確認

弊社

valuepressのサイトより、貴社（OEMパートナー様）ご名義のアカウントを作成し、ご希望のプランをお知らせ
ください。 ※定額プランはご利用いただけません。



会社概要

会社名

所在地

資本金

代表

MAIL

株式会社バリュープレス

東京都千代田区神田神保町2-11-15
住友商事神保町ビル2F

2,860万円

稲葉 崇

support@valuepress.co.jp

事業内容

URL

・プレスリリース配信サービス
「valuepress」
・広報、PR活動支援

https://www.value-press.com/

株式会社カプコン
株式会社ドトールコーヒー
株式会社一蘭
ブリヂストンサイクル株式会社
株式会社花やしき
株式会社海洋堂
BASE株式会社
ソントン株式会社
ショウワノート株式会社
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社
株式会社サードウェーブ
（敬称略・順不同）

運営会社 利用企業一覧

など
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2023年 4 月更新版

業界最多 73,000 社が選んだ

プレスリリース配信サービス

サービスのご案内

https://www.value-press.com/



valuepressとは

記者に広く・深く伝わる

お客様

メディア

記事・番組としてお届け

11,000件以上のリスト
最大1,000名の記者へ

配信

もっと多くのメディアへプレスリリースを効果的に届けたい
お客様のご要望にお応えします。 

は

プレスリリース配信サービスです。

 一般視聴者・業界関係者



valuepressとは

プレスリリース配信サービスで国内 NO.1

73,000の利用企業数は

２００４年のサービス開始以来、
充実した機能で、多くの企業様に選ばれています。
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記者に広く・深く伝わる5つの仕組み

11,000 件以上のリストから
最大1,000名の記者へ配信

記者の好みのジャンル、
カテゴリ、キーワードを元に配信

プレスリリースライターが
リリース原稿を作成

リリース内容にあったメディアに
電話とメールで記事掲載をフォロー

valuepress 内のプレス
リリースページに、ブログなど
+αの自社コンテンツを投稿可能

どこよりも広く届く マッチングによる配信で
記者の注目度アップ

確実に伝わる
原稿作成

記者に深く伝わる
個別フォロー

リリースに深みを
持たせる「コラム機能」

1

3 4 5

2



５つの仕組み 1

TV局 全国紙（全て網羅） 地方紙・専門紙 雑誌

ニュースサイト ブログ/ Webサイト ラジオ その他

どこよりも広く伝えられる
全国紙からニッチメディアまで、あらゆるジャンルの媒体を網羅。

１１,０００件以上のリストから最大１,０００名の記者へプレスリリースを配信します。
記者の希望するジャンルや業界、キーワードを伺い、プレスリリースを配信しています。 

ジャンル
コンピュータ・インターネット／ビジネス・経済／アート・エンターテインメント／メディア・マスコミ／趣味・スポーツ文化／旅行・地域情報／ファッション・ビューティー

グルメ・クッキング／住まい・不動産／家庭・暮らし・健康・医療／資格・キャリア・教育・その他／自然科学・技術

NHK、TBS、日本テレビ、
テレビ東京、フジテレビ、
テレビ朝日など

日本経済新聞、読売新聞、
朝日新聞、毎日新聞、
産経新聞など　　

中日新聞、北海道新聞、
静岡新聞、日刊工業新聞、
日本農業新聞など

KADOKAWA、学研、
講談社、小学館、
集英社が発行する雑誌など

BuzzFeed、ハフポスト、
ORICON STYLE、
TechCrunch、ねとらぼなど

GIGAZINE、ギズモード、
BLOGOS、日経 DUAL、
@DIME、GQ JAPAN など

ニッポン放送、TOKYO FM、
TBSラジオ、J-WAVE、
文化放送、Inter FM など

ニュースアプリ、
フリーペーパー、英字新聞、
外国メディアなど



５つの仕組み ２

ネットサービス

記者プレスリリース

マッチングによる配信で
記者の注目度アップ
記者の好みのジャンル、カテゴリ、キーワードを確認。

興味のあるリリースを配信しているから、記事になる確率が高くなります。

ネットサービス

教育

旅行・観光・地域情報

教育

旅行・観光・地域情報

マッチング

好みのジャンル



５つの仕組み 3

簡単な内容と資料添付で

確実に伝わる、
原稿作成

概要を入力するだけで、プレスリリー
スライターがリリース原稿を作成。
高いクオリティの原稿が簡単に作れ
て、記者への伝わり方や理解度が格
段とアップします。

ご自身で作成した原稿の添削・リライト
にもご活用いただけます。

※原稿提出までに３営業日かかります。　

ライターによる
魅力的な

原稿が完成！



５つの仕組み 4

深く伝わる
記者への個別コンタクト

電話とメールで記事掲載をフォロー

メディア専任スタッフ

&

メディアコンタクトを利用すると、
リリースの内容に合致したメディアを
最大 10 媒体選定し、リリース配信
から 1 週間、電話とメールで記事掲
載をフォローします。

記事掲載された場合は、履歴・効果
測定メニューの「掲載媒体」にて報告
します。

※ビジネスのみ無料、スタンダードではオプションサービス（メディアコンタクト）として有料でご用意しております。



５つの仕組み 5

リリースに深みを持たせる
「コラム機能」

valuepress 内に掲載されるプレスリ
リースページに、ブログなど＋αの自
社コンテンツを投稿する事できます。

より充実した情報を発信したい企業と、
受け取りたいメディアのコミュニケー
ションの活性化を図ります。

※記入した情報は valuepress で配信されたプレスリリースの隣に表示されます。  ※掲載されるプレスリリースの指定、また一般公開／メディアのみの閲覧の選択・変更が可能です。 
※投稿は無料。ただし有料コースを利用した方に限ります。

プレスリリースページ（記者／一般閲覧用）

リリースした製品の「開発者の声」 ・「関連イベントレポート」など
《活用事例》

自社コンテンツを投稿



valuepress が選ばれる理由

安心・便利な充実した機能で
お客様のニーズに応えます

安心の
定額制

配信無制限

充実の
効果測定
機能

記事掲載を
無料で

クリッピング

報告書を
ワンクリックで

作成

1 3 42

作 成

FREE! 1 Click !



選ばれる理由 1

安心の定額制配信無制限
複数回プレスリリースを配信されたお客様から「安心」「お得」の声が届いています。

予算制限でこれまでPRできなかった案件も
配信可能に

急な案件が発生しても、追加予算を確保する必要がなく
すぐにリリースできる

浮いた予算を他に回せてお得

配信無制限



選ばれる理由 2

効果測定ツール
アクセス数からSNS の投稿まで分析

アクセス解析

・日毎のアクセス推移
・滞在時間
・リンク数
・参照元一覧
・閲覧者地域

記者の閲覧状況

どの記者が、
いつプレスリリースを
閲覧したかがわかる

SNS解析

Facebook や
Twitter で

投稿された内容がわかる

valuepress オリジナル機能



選ばれる理由 3

記事掲載を無料でクリッピング
無料でWeb 上の記事をクリッピング。

効果測定画面で、タイトルとURLを一覧で確認できます。

WebとTVの
掲載実績がわかる

キュレーションメディアの
掲載もわかる

過去記事も検索できる

POINT

1
POINT

2
POINT

3



選ばれる理由 4

報告書をワンクリックで作成
配信結果レポートをPDFでダウンロードできます。

上司や社内への報告に活用でき、社内で共有する際に便利です。

1-Click レポート

平均との差も
わかります



その他の基本機能

※自社リストへの同時配信は定額プラン限定のサービスとなります。

広報担当者様のニーズに合った
自由度の高いプレスリリース配信が可能

最短６０分配信
画像・Youtube
などの添付

提携サイトへの
配信

SNSで拡散！
応援機能

自社リストへの
同時配信

60
min

1 2

3 4 5



基本機能  1・2

最短６０分配信 画像・Youtube
などの添付

会員登録完了から最短６０分で、
プレスリリースを

配信することができます。

最大 2０点までファイルを
添付することが可能です。

60
min



基本機能 3

「提携サイトへの掲載」
一般ユーザーの閲覧を増やし、認知向上の効果が期待できます。

※掲載されるリリースのジャンルが限定されたり、各サイトのガイドラインに反したものは掲載されないこともございます。 ※不定期に変更がございますことをご了承ください。
※一部ジャンルのみ掲載の媒体がございます。

SEO TOOLS　/　クイックオーダー　/　VFリリース　/　モバイルクーポン最新情報　/ Twitnews(ツイットニュース)　/　イベニュー　/　レンタル&シェアニュース　/　Chu-KANS

チャリティニュース　/　大人の社会見学ニュース　/麺にゅ～　/　オトさが　/　ネットベンチャーニュース　/　Level High!　/　投資信託最新情報　/　海外投資最新情報　/　満点笑

パロパロ　/　チェッカーズ！　/　オモーション　/　モテまんがな　/　女の悩みドットコム　/　おごりまっせ　/　ドロヌマ　/　Snacks!　/　BusinessItem通信　/　Finenews TODAY



基本機能 4

※応援するには Facebook アカウントが必要です。

SNSで拡散！
「プレスリリース応援機能」

valuepress 内に掲載されるプレスリ
リース記事に、「応援する」ボタンが自
動で設置されます。

「応援する」ボタンをクリックすると
Facebook 上でシェアされ、リリースが
より多くの記者・一般ユーザー・業界
関係者の目に止まるようになります。

Facebook 上でシェア

応援しよ！

シェア！

ナイス！

グッド！

話題に
なってる！いいね！

これだ！



基本機能 5

自社リストへの同時配信
自社でお持ちのメディアリストへ同時に配信できます。

記者のリリース閲覧状況が分かる機能も実装されています。

リスト

自社オリジナルリスト

同時配信

※自社リストへの同時配信は定額プラン限定のサービスとなります。



ご利用の流れ

最短６０分で配信が可能です。
まずは無料会員登録！

1

2

3

4

5

6

7

8

※原稿提出までに３営業日かかります。                                

お客様

無料会員登録 / ログイン

ご
利
用
の
流
れ

コース選択・お支払い

原稿作成依頼

リリース配信予約

効果測定・報告書ダウンロード

リリース原稿作成・添削

プレスリリース配信

配信結果集計・クリッピング

登 録

¥

 



料金プラン

エコノミー
従量課金プラン

記者1,000名への配信

最短６０分後

（１０媒体）

原稿作成

メディアコンタクト

配信無制限

効果測定

クリッピング

ワンクリックレポート

配信までの最短日数
（※土日祝を除く）

ビジネス
スタンダード 定額制継続課金プラン

原稿作成なし：最短６０分後
原稿作成あり：最短3営業日後

原稿作成なし：最短1営業日後
原稿作成あり：最短3営業日後

一番
人気
!

60
min

30,000 円（税抜）1 配信 30 日ごとに 35,000 円（税抜 / 自動更新） 30日ごとに 70,000 円（税抜 / 自動更新）

定額制継続課金プラン



オプションサービス

プレスリリース配信まで時間のない方へ

￥10,000（税抜）

原稿作成エクスプレス

valuepress のライターが原稿を作成し、２４時間以内に提出
いたします。専任のライターが、メディアに伝わりやすい原稿に
仕上げます。

成功報酬型、プレパブコーナーの掲載獲得を狙う

￥25,000～（税抜）

NOKKETE -ノッケテ -

お客様の自社商品を読者プレゼント用にご提供いただき、それに
基づきメディアのプレゼントパブリシティ（プレパブ）コーナーの
掲載獲得を狙うサービスです。

各種TV番組に追加でリリース送付

￥5,000（税抜）

FAX 配信オプション

情報系番組を中心に FAX でのプレスリリース配信をします。
TV メディアに向けてより PRを強化したいという方に向けた
オプションです 。

専任スタッフによる記者への個別コンタクト

￥45,000（税抜）

メディアコンタクト

定額制継続課金プランユーザー限定オプション。
掲載希望のメディアを最大 10 媒体選定し、配信から 1 週
間、主に電話で記事掲載をフォローします。

24
hours

FAX

※ビジネスは無料



各プラン別　オプションサービスの利用方法

1

定額制継続課金プラン定額制継続課金プラン

30日ごとに 30日ごとに 1配信

従量課金プラン

（税抜 / 自動更新） （税抜 / 自動更新） （税抜） / 1回



valuepress を選んだきっかけ

独自のセミナーやリリース作成
などで、非常にユニークな提案
をいただいています。奇抜なアイ
デアと堅実な運営にいつも感心
します。 良きパートナーとして
安心してお任せしています。

日経BP　蛯谷 敏 様

知り合いからの紹介で利用を
開始。価格が安い事に加え、
他のプレスの媒体に比べて配信
先メディア数が多い点が魅力
でした。 また配信後の効果測定
も非常に容易で分かりやすく、
使い勝手にも満足しています。 
現在はネット業界の方々に
知って欲しいニュースは必ず
valuepress を通じて配信し
ています。

Retty 株式会社　市川 龍太郎 様

日本パブリックリレーションズ
協会の活動を広く知ってもらう
ために、valuepress   さんを
利用しています。 一度の配信で、
ウェブやソーシャルで情報が
拡散するのが嬉しいですね。 
リリースの登録方法も簡単で、
迷わずに使うことができて助
かっています。

日本 PR 協会　PR 担当者 様



会社概要

運営会社 利用企業一覧

会社名

所在地

資本金

代表

MAIL

事業内容

URL

株式会社バリュープレス

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町 2-11-15 
住友商事神保町ビル 2

2,860 万円

稲葉 崇

info@value-press.com

●プレスリリース配信代行サービス 「valuepress」
●広報 PR 講座の開催など、ネットPR 業務の運営

https://www.value-press.com/

株式会社ドトールコーヒー

株式会社一蘭

株式会社セブンネットショッピング

エディー・バウアー・ジャパン株式会社

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社海洋堂

株式会社ニュートン
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